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この応募用紙を切り取り、裏面に必要事項をご記入の上
じばさん冬の市期間中に会場内の応募箱に投函してください。

会場：中３階「第２ホール」 会場：中３階「第２ホール」

日本各地1７地域の
名産が大集合！！
日本各地1７地域の
名産が大集合！！

お１人様、各日１枚のみのご応募をお願い致します。
（10日(土)11日(日)，１枚ずつ、計２枚までご応募が可能です。）



当選者（賞品を取りに来られる方）へは、上記お電話番号へご連絡しますが、３度お電話をしてつながらない場合は
当選権利が別の方へ移動となります。ご了承ください。
本用紙への記入事項は、賞品当選者への連絡以外には使用しません。

お名前 :

ご住所 :〒　　　　-         

日中連絡の取れるお電話番号　TEL:          

プレゼントご当選の際、当センターまで取りに来ていただける方は
○をお付け下さい ・取りに来られる

会場 /中３階「第２ホール」
       （３階エレベータ降り口から階段を下る）

全て税込表記。記載の商品は予定品につき価格等変更になる場合や、画像と実際の商品とが異なる場合がございます。また、数量限定につき売切れの場合はご容赦下さい。

【当選者の発表】
賞品を取りに来られる方へはお電話、取りに来られない方へは発送をもって
代えさせて頂きます。

燕三条
新 潟

（公財）

本ちらし記載の情報は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

330円  
（２個入り）

北海道 北海道 京 都

十日町
新 潟

置賜
山 形

都城
宮 崎

栃木県南
栃 木

甲府
山 梨

アイス１０個で3,000円→特別価格2,000円　各
日１０セット限定（ドライアイス、箱付）
ごぼう唐揚げ300円→200円で販売（各日20パック限定）
通常600円で販売のソースかつ弁当を、じばさん市
特別価格500円で。
1,000円以上お買い上げの方、先着３０名様に「しょ
うゆ漬とうがらし」を差し上げます。
サンラメラお買い上げの方に、もれなくデジタルタイ
マーをプレゼントします。
商品10,000円以上お買い上げで、1,500円の美
容用フェイスタオル進呈
くるみゆべし、バームクーヘン切りおとし１袋￥200で‼
ヘルシーチキンソースカツ丼を300円にて販売（各
日限定30ヶ）
1,000円以上お買い上げの方、もれなく「みそまん
じゅう」1個サービス。
人気商品詰め合せを特別価格にて数量限定販売
畳注文時（６畳以上）に使える割引券（500円分）を配布します。
午前11時～　焼きまんじゅう１串100円（先着100串限定）
販売ブースにて手織り体験を行います（有料）
1,000円以上お買い上げの方、先着30名様に桐生
せんべい（230円）を1枚差し上げます。
1,000円以上お買い上げの方、先着50名様に桐生
源流水 (天然水500ml）1本差し上げます。
絹スカーフお買い上げの方に、絹100％ポケットチーフをプレゼント
5,000円以上お買い上げの方、先着50名様にネッ
クウォーマーを差し上げます。

イタリアンジェラート
ショップミラノ
居酒屋和田
おおとら食堂・
とんかつほしの
㈱岡直三郎商店
　大間々工場
（資）オリエンタル

織元毒武織物

㈲こまつ屋
旬菜味食工房あおい

㈲藤岡商店

星野物産㈱
松屋畳店
美濃屋
森秀織物㈱
横倉せんべい

㈲若宮

親和㈲
㈱松井ニット技研

972円

972円

（６個入り）

880円/１箱90g

（６個入り）

710円

1080円

新千歳空港 人気お土産ランキング第一位
に選ばれた新感覚スイーツ

甘酸っぱいフリーズドライ苺をク
リーミーなホワイトチョコでコー
ティング。苺のほんのりした酸味
とサクサクした食感、そして甘さ控えめなプレミアム
チョコレートのなめらかな口どけが一体に。オリジナ
ルBOXに入っており贈り物としても喜ばれます。

じばさん市で大好評！毎回すぐに売り切れてしまうの
で、今回は仕入れ数を増やしました。※どちらも冷凍品

神戸
兵 庫

（およそ 9～ 12 粒、苺
は天然の物ですので個数
にはバラつきがあります）

486円
1,300円（２個入り）
（約290g／１本）

883円
（4個入り）

もっちりとした食感
と濃厚な牛乳の味わ
い。原料は北海道伊
達市近郊産の生乳を
使用した「だて牛乳」。
お得な４個入りもご
ざいます。

味にうるさい京都花街の舞妓さん達が認めた抹茶ス
イーツ。食べるとすぐに上品な抹茶の風味が口の中に
広がり、ホワイトチョコレートやバターのコクと抹茶
とが相まって濃厚なのに食べやすく感じます。アクセ
ントに渋皮付きの丹波栗と大納言小豆を贅沢に使用。
解凍すると、とろ
～り食感、冷凍の
まま食べるとアイ
スクリームのよう
な食感が味わえま
す。※冷 凍 品（解
凍してお召し上が
りください。）※冷蔵品

1,080円

380円
/300g

サックリ焼き上げた欧風焼菓
子に、甘みをおさえたホワイ
トクリームを２層にサンド。
ホワイトクリームの優雅な香
りとサクサクした食感がマッ
チしたお菓子です。

タモ材使用。食洗機の熱や乾燥、水に対し漆と木地を
強度アップし、陶磁器やガラス等と同じに扱えるお椀
です。

しゃくし菜は正式名称を「雪
白体菜」と言い、葉の形が飯
杓子に似ていることから秩父
地方では「しゃくし菜」と呼

ばれています。しゃくし菜そのものの味を生かし、塩
分を控え目にした漬物です。

八戸では脂ののったきんきんを
大晦日や祝いの席で食します。

卓越したさばきの技術を得た職人
が、素早く且つ丁寧に不要な部位を
取り除きながら開きにしています。

220円 1袋 /130g 

八戸
青 森

秩父
埼 玉

木曽
長 野

今治
愛 媛

堺
大 阪

京丹後
京 都

栃木県南
栃 木

防府
山 口

噛めば噛むほど味が良く
お子さんのおやつに最適

今治タオルの特徴は優れた吸水性！ストレッチ性も
あり、簡単なネックガードとしてもgood!

864円
MOCOMOCO TOWEL

農薬の使用制限などの厳しい基準
を通過した特別栽培米を、通常よ
り大きなふるいにかけて選ばれた
粒ぞろいのお米。さまざまな難関
を突破できるよう、神社での御祈
祷もすませ、受験生やさまざまな

試験に挑戦する人などにオススメなお米です。

550円 /270g（約2合）

550円 /200ｇ

432円
/60ｇ

1400円

580円
（5個入・1個50ｇ）

新潟土産の定番。笹の葉に包
まれた、香り豊かなよもぎ餅
に粒あんがたっぷり。

八海山、松乃井、天神囃子など

400円
/120g

創業明治40年、宮
崎県都城市にて古く
から地元に愛され続
ける「肉のふくしま」
が開発した「極上ス

パイス喜」を使用した、おつまみ
に最適のポテトチップス。粉末に
した醤油に約 15 種類ほどのスパ

イスを粗挽きブレンドした万能スパイスを贅沢に使用。

初 初 初 初
全国菓子大博覧会・農林水産大臣賞受賞

県名産品品評会　金賞受賞

（２４枚入り）

5,000円

４４０円 /１００ｇ

静 岡

鯖 、 鮭 、
穴子の寿
司を柿の
葉で包ん
だ奈良の
郷土食。

2色 750円

3色800円

1色700円
一部商品を通常価格の１０％
～２０％割引きにてご提供し
ます。また、古いタンスの更生、
見積り等の相談も承ります。

いわし削り
ぶしのコク
と旨味は鰹
節以上とい

われています

通常価格 8,500 円の品
を、桐生特別価格でご奉
仕！！（限定１０丁）

鯖6個

鯖3個 , 鮭 3個

鯖2個 , 鮭 2個 , 穴子 2個

奈 良
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